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ボダナート・ストゥーパ
（ネパール・カトマンズ）
ネパールは釈迦（仏陀）の生まれた国であ
る。この国の南部タライ平原にある小さな
村ルンビニに、釈迦は紀元前 463 年に生
まれた。仏教徒にとっての聖地、西方浄土
はネパールにあるのである。しかしネパー
ルは 8 割以上がヒンドゥー教徒の国であ
る。仏教の衰退と共に聖地は荒れ果ててい
た。これを憂いた敬虔な仏教徒でもあった
ビルマ（ミャンマー）出身の第 3 代国際連
合事務総長ウ・タントにより釈迦の生誕地
を聖地公園として整備する「ルンビニ釈尊
生誕地聖域計画」が立案され、1978 年に
日本の建築家丹下健三にマスタープランの
作成が依頼され、現在でもこの計画に基づ
き整備が進められている。
首都カトマンズには世界最大の仏塔ボダ
ナート・ストゥーパがある。ボダナート
の「ボダ」は、
「仏陀の」
「仏教の」を意味し、
「ナート」は「神」などを意味する。ストゥー
パはチベット仏教の仏塔でブッダのお骨
（仏舎利）を納めた仏陀の墓である。中国
に伝来し卒塔婆となり、その後日本に伝播
し五重塔・三重塔などとして建てられた。
墓に立てられる木の板の卒塔婆も本来は同
じものである。
ボダナート・ストゥーパは、標高 1,000m
を超えるカトマンズでも気の満ちた高台と
いわれる所にある。高さ約 36mのその仏
塔の大きさに、訪れるチベット仏教徒は圧
倒される。その巨大な仏塔の周りを、信者
が毎朝マニ車を持って周囲を 108 回右回
りする。
正方形を複雑に重ね合わせた三層の基壇の
上に直径 27mのお椀を伏せたような半球
が載せられ、その上に四角形台座、更に縦
長の四角錐、円形の傘のような飾りが載せ
られている。空から見るとこの配置は曼荼
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羅図になっている。一種異様な形態はチ
ベット仏教の思想からくるもので、基壇は
地、半球は水、四角錐で 13 層の尖塔は火、
円形の傘は風、頂部の小尖塔は空を表し、
宇宙を構成する 5 大要素（地・水・火・風・
空）を象徴しているといわれる。
赤レンガ組積に木造窓をはめ込んだ独特な
美しいヒンドゥー建築群が並ぶカトマンズ
に建つ、周囲を圧倒するような真っ白な鏡
餅のようなストゥーパは、ネパールの人々
にとっても信仰の対象である。

（写真・文：古市徹雄）
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《年頭所感》

公益社団法人として新たなスタート

日本建築家協会会長

芦原太郎

新年おめでとうございます。
日本建築家協会（JIA）は本年 4 月より公益社団法人として新たなスタートをきり、公益寄与と公
益保護に向けて活動を展開していきます。地域に根差した建築・まちづくりに具体的に貢献して、
一般の方々にもわかりやすい公益寄与活動と、継続教育や倫理の徹底を図り、会員の質と行動を社
会に対して保証することによる公益保護を行います。
地域に根差した JIA 活動と復興支援への取り組み

JIAは支部・地域会を主体とした地域に根差した社会貢献活動を積極的に展開して、安心・安全
で持続可能な社会構築を目指していきます。災害復興支援に対して建築家が被災地の方々のパート
ナーとして生活の回復を支援し、復興ビジョンやまちづくりに貢献できるよう人材派遣や制度の提
言を行っていきます。

JIAとしても息の長い復興支援活動を継続していくために、復興まちづくり協議会等の制度の推
進も行います。復興支援活動を皮切りに、地域に根差したコミュニティアーキテクトの活動を推進
すると共に、建築・まちづくり協議会（日本版 CABE）を提唱し、その実現に努めます。

JIA 新会員制度と建築家資格制度の展望
JIAは新会員制度により正会員資格要件を改定すると共に、準会員制度を新設します。
正会員資格要件を厳しく改定し、職能団体として社会に対して会員の質と行動を保証する公益保
護を行えるものとなります。また正会員予備軍や協力者を増やし、地域に根差した JIA 活動の活性
化のために準会員制度を設けました。
建築家資格制度については登録建築家制度の普及と JIA 正会員資格の明確化に向け、登録建築家
を正会員資格要件とすることを目指します。また登録建築家制度の社会制度化に向け、日本建築士
会連合会と調整すると共に、将来の国際基準国家資格要件に見合うものとして整理していきます。
建築界のグローバリゼーションと JIAの国際戦略
建築界のグローバリゼーションは進行し、仕事の進め方からアーキテクト資格に至るまで大きく
変わりつつあります。日本もグローバルスタンダードに対応できる法資格制度を整備して、二国間
交渉による資格相互認証や大学建築学科の国際化とアクレディテーションにまで踏み込んでいく必
要があります。
また持続可能社会構築に向けた国際協調活動を推進していくことも重要になってきました。JIA
は国際戦略を見直し、国際友好の段階から UIAやアルカシアネットワークを積極的に活用した国際
協調活動やクロスボーダープラクティス推進へと転換しました。
国際化と言えば、かつては有名建築家に限られると思われていたかもしれませんが、時代は変わ
りました。地域に根差してしっかりと仕事をしている建築家達であっても、国境を越えていく時代
が到来してきています。

002

●

JIA MAGAZINE 288

JANUARY 2013

特集

パんにご登場いただきます。原さんの建築家としての一連の活動・作品については、誰もが知るとこ
ラダイムシフトをテーマに、これまでさまざまな方にお話を伺ってきましたが、今回は、原広司さ

ろですが、その一方で、集落調査を大きなライフワークとされていて、
『集落の教え』や『集落への旅』など
の著書も出版されています。地球規模で大きく動き始めている現在の社会状況のなか、これからの建築・
都市はどのような方向に向かっていくのか、お話を伺いました。
（
『JIA MAGAZINE』編集長 古市徹雄）
に影響を受けました。そうした世代的な特性があります。
西欧の近代建築を学んで、憧れはまさにそこにあるけ

古市●昨年の震災以降、価値観の転換、パラダイムシフ

れども、その一方でストレートに近代建築がいいとは

トなどの言葉が多く聞かれるようになりました。近代以

思っていない部分も持ち合わせている世代なのです。僕

降、我々は今まで冷房や暖房をふんだんに用いて、世界

は学生の頃から磯崎新さんにいろんなことを教わったの

中のどこにあっても同じ環境を維持するインターナショ

ですが、
「それじゃあ、デザインをどうしようか」という

ナルスタイルな建築をつくってきました。それを根本的

話になったとしても、
「何かやっぱりちょっと違うんじゃ

に見直さなければならない時期にきています。
「環境」が

ないの」といような気持ちがあったわけです。

大きなキーワードになっているなかで、集落やバナキュ
ラーな自然な建築が注目されています。
まず最初に、原先生が集落に目を向けられた当時はど

そのうちに、近代建築というものは「均質空間」とい
う空間概念を基本にできているという結論に達して、僕
（岩波書店、1987 年）に収め
は『空間〈機能から様相へ〉』

のような時代だったのでしょうか。

られている「均質空間論」を書きました。

原●僕らが建築の勉強を始めたのは 1950 年代半ばで、

古市●均質空間というと、やはりミース・ファン・デ

僕の先生でもある丹下健三先生がいて、ル・コルビュジ

ル・ローエでしょうか。

エやフランク・ロイド・ライト、ミース・ファン・デ

原●そうですね。僕はミースを一番尊敬しているけれど

ル・ローエがいるという時代だったのです。そのなかで

も、近代のルネサンス以降の建築が求めてきたものを物

丹下さんを中心として白井晟一さんや川添登さんなどを

象化し形にするということを、つまり、近代建築と均質

含めて、伝統論争というのが起こって我々の世代は非常

空間をストレートに捉えることをミースが実現してし

———ライフスタイルの転換 ❽

近代建築を完成させたミース

建築・都市の
パラダイムシフト

近代の均質空間を超える
新しい空間を模索する

原広司氏に聞く
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原

広司（はら ひろし）

建築家。
1936 年生まれ。1964 年、東京大学数物系大学院建築学博士課程修了。Ph.D.
1969 年、東京大学生産技術研究所。1997 年、退官、同名誉教授。
1970 年よりアトリエ・ファイ建築研究所と設計共同。1999 年より原広司＋アトリ
エ・ファイ建築研究所所属。
〈主な作品〉
田崎美術館（1986）、ヤマトインターナショナル（1986）
、新梅田シティ（1993）
、
京都駅ビル（1997）、宮城図書館（1998）、札幌ドーム（2001）など。
〈主な著書〉
『建築に何が可能か』
（学芸書林 1967）、
『住居集合論 1-5』
（鹿島出版会 1973-79）
、
『空間〈機能から様相へ〉』
（岩波書店 1987、岩波現代文庫 2007）
、
『集落の教え
100』
（彰国社 1998）、
『Hiroshi Hara Discrete City』
（TOTO 出版 2004）など。

まったと思うのです。

原●まあ、そうですね。建築的に次に向けてといっても、
自分ではそんなにすぐには見つからない、そもそも本来

均質空間に代わる空間概念とは
原●その後「均質空間に代わる空間概念を示してみろ」

何に向かっていいのかもわからない、というようなこと
があったわけです。
その頃ちょうど学生運動があって、
「近代をそのまま受

といわれて、いろんなことを試みましたが、あまりはっ

け止めているあなたたちは、いったい何だ」と、僕らは

きり見えない。まさにパラダイムです。均質空間は非常

既に批判される側にいたのです。
『建築に何が可能か』が

に上位にある空間概念で、なにしろ、民族や場所の歴史

バリケードの中でみんなに読まれている時は僕らも批判

とは関係なしに、自然から切り離して人工的で普遍的な、

の対象になっていて、
「とにかく、これは何とかしなく

どこにでも、どんな目的にでも、どういうふうにも使え

ちゃいけないんじゃないか」と、自分の立場をもう少し

る空間ですから、それに代わる空間概念を生み出すこと

鮮明にするためにも、何をしたらいいかよく分からない

は難しいですよね。

けれども、とにかく集落を見直したほうがいいのではな

古市●もう 3、40 年前かもしれませんが、僕が原先生の

いかと思ったわけです。

講演会に行って非常に印象的だったのは、ミースがガラ

ミースはユダヤ人で、ヒトラーのナチに追われて逃げ

スの摩天楼のスケッチを描いた瞬間に、近代建築はもう

ていくという背景があるから、民族というものを頭から

完成したという話を伺ったことなのです。

否定していて、そこに、あの画期的な建築が出るわけで

原●インターナショナル・スタイルという概念が出る前

す。でも一方でル・コルビュジエなどは、中世集落の上

に、ミースはこれがこれからの建築であると書いている

に立ったいろんな理論をつくっていくのです。

のです。ルネサンス以降、探してきた空間はこれなんだ

巨匠の時代だといっても、バーナード・ルドフスキー

という解答を出していたわけですね。いろいろな考え方

が著した『Architecture without Architects』にあるよう

がありますが、僕の歴史の見方だと、それ以前の求心的

に、
「世界では西欧の人たちがまだ見たことがないような

な空間概念に取って代わる均質空間が確立するために、

建築や集落があるのかもしれない」と思いながら、まず

だいたい 400 年かかったと思うのです。だから、かなり

は、
「とにかく我々は集落を見てみないといけないんじゃ

すごい結果だったのですよね。

ないか、とにかく出かけてみよう」ということになった

古市●それがミースで完成したとなると、我々は何もや

のです。山本理顕もその時に入っていましたね。

ることがない。

古市●最初は何人くらいでいらっしゃったのですか。

原●そう、もうやることがない。それがほぼ絶対の意味

原●十数人で出かけました。全部で 5 回集落調査をやっ

になるから、それに取って代わるのは何かというと、均

たうちの第 1 回目です。ただ、出かける前は調査といっ

質空間が生まれるのに 400 年かかったわけだから、これ

ても本当にできるかどうか分からなかったんです。当時、

から新しい概念が生まれるのにはまた同じように時間が

僕は生産技術研究所にいたのですが、そこで集落を調査

かかるとすると、我々はせいぜい文句を言うくらいで終

すると言った時、
「おまえ、何だ？」という感じでしたし。

わってしまうのではないかなどと、いろいろな葛藤が

古市●生産技術研究所としては研究の方向が違うわけで

あったのです。

すね。

古市●それは、先生がおいくつくらいの頃でしょうか。

原●池辺陽先生がご存命のころで、僕が相談したら先生

『建築に何が可能か』
原● 30 歳を過ぎた頃でしょうか。

は意味はもうお分かりで、
「いや、いいんじゃないか」と

（学芸書林、1967 年）を書いたのが 30 歳の時です。1971
年に集落調査を始める前ですね。

言って下さったのですね。でも、研究としては認められ
なくて休暇願を出して行きました。
古市●そういう価値観の時代ですね。

とにかく集落を見直そう

004

●

原● 70 年代といえば、科学技術の時代でしたからね。
その先端を行かなくてはいけない研究所で集落調査って

古市●つまり、ミースが完成させてしまった均質空間か

いったい何なんだと、初めはものすごい批判を浴びてい

ら、別なところに何か探そうと集落調査にいらしたので

たのです。でも、それから 10 年経って 5 回目の最後の

しょうか。

調査をした時には、研究所の中でようやく意味が分かっ
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イランの人 工
オアシスの 集
落

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

ホガタバード（イラン）

ムシャバード（イラン）

す。そこで地形との関わりが出てきて、動線という見方

10 年は、すごい価値観の変わりようでした。一般的な

なども出てくる。

現象はもう少し後でしょうが、その頃にちょうど公害の

つまり、我々の環境が単に気候という形で存在してい

概念が出てきたので、やはり「環境」について考えなく

るというのではなくて、砂漠であろうと、モンスーンで

てはならないのではないかという流れに変わったのです。

あろうと、牧場であろうと、小さく細かなレベルで集落

古市●原先生がやられた集落調査は、それまでのデザイ

や文化を捉える視点が出てきたのです。もちろん大きな

ンサーヴェイと明らかに違います。かつて 60 年代、70

捉え方が間違いであるとは言いませんが、そういうマク

年代に盛んに行われましたが、それらは表面的な建築や

ロ的な見方に対してと同時に、ミクロ的な見方が成立す

空間の美しさを見たり、どちらかと言えば情緒的な調査

るのではないかと思い始めたのです。これが集落を見て

だったと思うのです。

分かったとても大きなことですね。

原●集落調査をすればするほど、集落が古典建築と同じ

僕は建築も、いってみれば地形の延長だと思っている

ようにすばらしいと実感して、むしろ僕は、古典建築よ

のです。地形をつくり直すというより、どちらかといえ

りもいいのではないかと思っています。それまでのデザ

ば、地形がなりたいようにつくっていく。そういう自然

インサーヴェイは、建築を見る目がロマンチックですよ

がなりたいようになることを建築化するという発想も、

ね。
近代建築を批判するといっても、ただ文句を言うだけ

ライフスタイルの転換 ❽
——

てきた先生たちが多くなったのですね。とにかくその

実は、イエメンなどで見られるわけですね。
古市●それは決定的にミース的な発想とは異なりますね。

ではダメなわけで、建築家だから何かを契機に前に進ん

彼ら、つまり西洋近代社会は、むしろ自然を征服しよう

でいかなくてはいけない。建築家としてやっていく一つ

としたのでしょうか。

ひとつの行為というものに何か結びつけることをと考え

原●自然と切り離したということですよね。それに対し

ていました。親自然的な建築像や都市像というものを集

て、集落は親自然的な態度というのが見えてきます。

落は非常によく見せてくれましたね。

集落がバナキュラーであるとは限らない
地形も集落をつくる大きな要素である
古市●もちろん、集落というのはサイトスペシフィック

古市●例えば、気候や地形のほかに、集落を形づくる大
きな要素はありますか。

ですが、地域を越えた普遍的なものがあるというところ

原●その時代で言葉はいろいろ変わっていいのですが、

が、先生の本を拝見して非常に新鮮だったところです。

「バナキュラー」という言葉自体の中に「自然発生的な」

原●和辻哲郎さんの名著『風土』では、文化はいくつ

という意味があると思うのです。だから、集落はつくら

かのタイプに分かれるとマクロ的な見方をしています。

れたものではあるけれど、自然の原理に非常に忠実につ

我々はモンスーン帯に住んでいる。それに対して、砂漠

くられたもので、バナキュラー（自然発生的）といえるの

とヨーロッパの牧場的な気候区によって文化が分類でき

ではないでしょうか。それに対して古典建築は、建築家

るという見方が基本的でしたが、僕らが建築的に見ると、

あるいは建築家のような人たちが考えたことを秩序を

それだけではないことがわかってきました。代表的なの

持って表現している。それは数学、文学、工学などと対

は地形であって、地形は非常にミクロです。例えば、斜

等なものであるという見方があるでしょう。王宮や寺院

面だと、気候区を越えてどこにでもあるわけでしょう。

建築に対して、集落は大衆がつくったもので、長い間、

古市●それは気候とは全然別な次元ですね。

貴族・ハイソサエティと一般の人間との差のように見ら

原●違ったレベルです。そういうものを見ていくと、斜

れていたと思います。それに対して僕は、一番集落調査

面に建っている建築は何か似ているところがあるとわ

をやってよかったと思ったのは、そこに対する批判を感

かってきます。当然、人間は平らなところで生活するよ

じたところです。それを感じたのは、最後に、隈研吾や

うにできているので、斜めのところに住めば、住みやす

竹山聖が学生の頃、西アフリカのサバンナへ連れていっ

いように工夫してつくるから、ちがう場所でも共通して

た時です。

いるわけですね。ブータンの建築もそうですが、下を平

古市●草原地帯でしょうか。

らにして快適にするためにつくり方がいろいろあるので

原●もう少し入ると熱帯雨林があるようなゾーンへ行っ
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西 アフリカの
集落

アゼール（ニジェール）

スンブルング（ガーナ）

て、ふと見たら驚いたことに、3 つ違った集落が見えた

に、気候や地形、自然条件などがすべてを決定している

んです。それはあり得ないことで……。気候も材料も全

のだとよく言いますが、その一方で、人間の好みでつく

部一緒なのに、何で 3 種類のパターンがあるのか、それ

られている部分もあるわけですよね。

もかなり違ったパターンなんです。西アフリカの人々は、

原●人間が考えて集団的にみんなが納得して、
「これでい

集落をつくるときに、それぞれが自分のもっている建築

いんだ」というものをつくっているのだと思います。

の方言しか使わないのですよ。
イランにある 2 つの集落の周りに人工オアシスの集落
が点在しています。広い地域にポツポツ人が住んでいる

006

●

集落のデザイン性

のですが、みんな建築においての標準語をしゃべろうと

原●我々がコンペティションをしても、全員解答が違い

するのです。つまり、建築のスタイルを、フラットな住

ますよね。でも実はそれぞれに正しいのです。審査委員

居の上にツノのようなものを 6 本か 8 本か出しているも

会が「この案がいい」と言っても、それはあくまでも審

のは、どんなに粗末なものでもモスクなのです。そして

査委員会の意見であって、案をつくった本人は「これが

四角い建物で中庭があり、そこに 4 つ塔が建つと、これ

正しいんだ」と主張するだろうし、
「これは負けたな」と

はカルレという城塞なのです。角に 4 本の櫓がないもの

思うときももちろんあるけれども、みんな「僕らが、い

はキャラバンサライといってキャラバンに来た人の宿泊

つも勝っているんじゃないかな」とか思いたいですよね。

する場所というように、どこへ行ってもそうなっている

それが正しい。だから建築は、正しい答えが 1 つあるも

のです。それは、その広い地域でみんな標準語をしゃべ

のではなくて、多様な正しい解答があるものなのです。

ろうとしているわけですね。

デザインとはそういうことです。

古市●それがひとつの様式になっているのでしょうか。

古市●最近アメリカなどでは、どうも建築家の役割は終

原●そうですね。それに対して、西アフリカの人たちは、

わったと言われているらしいですね。それまでは一所懸

そういう意識は全然ないんです。持っている道具だてや

命に絵を描いていたけれど、もう要らなくて、ただハコ

建築の形式は非常に少なく、四角い建物、丸い建物、穀

があればいいらしいのです。

物を入れる倉の 3 種類くらいしかありませんが、そのつ

原●それは、僕は違うと思いますね。要するに、コン

くり方が次々に変化していくわけです。その共有した 3

ピューターが何とかするから、建築はそれを入れるもの

種類は標準語の母体、つまりアルファベットを持ってい

であれば何でもいいではないかというようなことですよ

るようなものですが、しゃべる言葉として表現してつく

ね。

るものは、足をはやしたり、上を四角にしてみたり、丸

古市●建築の設計でも、条件を与えてしまえば必要な建

くしたり、いろいろ変化させている。

築は作ってくれるというところまでいっています。

僕たちはその 3 つの集落が同時に見えるという地点に

原●そういうものではないんですよ。やはり人間の意図、

たまたま行ったわけです。あまりにも違いすぎていて、

それが失敗することも成功することも、みんなが「いい」

どう見ても同じ材料から出てきたと思えない。集落が自

ということも「悪い」ということもあるかもしれないけ

然発生的だというのは間違っているのではないか。建築

れど、必然的な結果ではなしに、何らかの意図が入って

家ではなくて一般の大衆かもしれないけれども、それぞ

いてその意図を我々はデザインというわけです。

れがすごく考えてつくっているのです。

古市●先ほどの西アフリカのまったく違う 3 つの集落が

古市●要するにそれは創造、クリエーションですよね。

見えたという話、つまり、そこにはデザインの欲望があ

原●重要なことは、木、土の中にある石灰分、草などの

る。デザインはこれからもずっと生き続けるでしょうね。

ある必然的な条件つまり制約条件を持っていても、必ず

とすると、ミースの均質空間は、その意味ではデザイン

しも一意に収束していかずに、そこには必ずデザインと

を否定してしまっているのではないでしょうか。

いう概念が入る。ある条件を入れると必然的にこうなる

原●そういう意味ではそうかもしれませんね。完成させ

という因果関係が成立するわけではないことがわかった

たということでは、本当にすごいことなのですが。

のです。

古市●ある面では、集落のほうがデザイン性が強いとい

古市●それは、我々人類が持っている決定的なものです

うことも言えるのでしょうか。

ね。例えば、いろんな集落やバナキュラーを説明する際

原●集落のほうが、よくデザインを理解しているといえ
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をもって自然力を使う、様々な解答があります。そのベ

番いい建築のスタイルだとは言わないんですよね。

ストの解答を、我々がそれぞれに競争してつくっていく

古市●例えば、イタリアの中世都市サン・ジミニャーノ

のだという解釈をしたほうが僕はいいと思います。

では、斜面の上に同じような塔を盛んにつくったわけで

でも僕は、科学技術は非常に重要だと思っているので

すが、あれは高さによる富の競争が都市の景観をつくっ

す。昔、集落がつくられた時は地球上に人口が 3 億人し

てしまったケースで、特に建築のスタイルをつくる意識

かいませんでした。産業革命前までは人口が増えようと

がなかったわけですね。

するとペストが流行したり、戦争が起こったりで地球上

原●人間は、時にとんでもないバカなことをやることも

には 3 億人がコンスタントにいたというのがひとつの説

あるし、そのバカなことがあとですばらしく見えてきた

で、それは僕は正しいと思うのです。

り、集落を見にいって、そういう建築観というかデザイ

産業革命以降増えだして、20 世紀はじめには 15 億人

ン観というものがよく分かりましたね。実は、以前から

になった。だから、ル・コルビュジエやミースがいか

もそういうことを感じていたのですが、証拠というか確

に偉大でも、彼らの言うことを鵜呑みにしてはいけな

証がなかったのです。それまで同じ自然条件のものでも、

い。それは、彼らの時代の人口は現在の 4 分の 1 ですか

こんなに変わるというものを同時に見つけることができ

ら、日本でいうと明治の頃で 3 千万人ですよね。20 世紀

なかったのですが、たまたま西アフリカの調査を通じて

の終わりには 60 億人、今日では 70 億人くらいになって

その風景を見られたことはとても大きな収穫でした。

いて、これが 90 億人になると予想されています。人口

ライフスタイルの転換 ❽
——

る場合もある。でも、集落の人たちは、これが世界で一

のことを考えると、科学技術やテクノロジーを頭から否

科学技術は否定できない

定してかかることは誤りだと思うのです。
昔に帰る。つまり、森の生活に帰ればいいじゃないか

古市●集落へ行きますと、人間がつくりだしてきた英知

と言う人もいますが、僕は帰れないと思います。少し取

のようなものがありますよね。科学技術を使わなくても

り入れることはできるかもしれないけれど、まったく自

風の通りを考えて建物をつくるなど、現在にも応用でき

然に帰るということはできないから、みんなが生きてい

る技術があるのではないでしょうか。先生が気がつかれ

くためには科学技術というのを無視して話すというのは、

たことがあれば、その辺のお話をお聞かせください。

あまりにもロマンチックではないでしょうか。

原●世界へわざわざ行かなくても、自分の身の回りをよ

古市●そうですね。現実的にはあり得ないですね。科学

く注意してみれば分かることかもしれないのですが、い

技術の利用の仕方が大事だと思います。それから、人間

ろんなことを分かりやすく教えてくれるテキストとして

の欲望というのがありますし。

集落があると思います。今ようやく建築の世界でも、生

例えば、ブータンで聞いた話ですが、ヨーロッパの人

産技術研究所の先生たちが示したと同じような反応とし

が来て「あなた方の生活がいいんだ」というようなこと

て、どうも均質空間とは違うものを、何かしなくてはい

を言うそうです。すると現地の人は「冗談じゃない、僕

けないのではないかと環境問題をきっかけに思い始めた

たちは、こんな汚いところは嫌だ」とか、
「やっぱりもっ

わけですよね。それもひとつの集落の見方だと思います。

と都会的なところに住みたい」と言う。

集落へ行くと親自然的で国土交通省が推奨しているよう

原●それは正しいことだと思いますよ。おもしろい映画

な建築の見本のようなものばかりです。省エネで、最大

やロックミュージックだって科学技術なしで出てきたの

限に自然力を生かしています。技術のない時につくった

かというとそうではない。とにかく 90 億人みんなが生

集落だからこそ、最高に考えられた建築があるわけです。

きていくために、食料ひとつをとっても、自然や古代や

彼らはさんざんつくっては失敗したのでしょう。今度は

集落に帰れということは僕は誤りだと思うのです。もち

こうやってみよう、やっぱりダメだったとかを何百年も

ろん集落は、ものすごく示唆や文化の価値を持っている

続けてきているわけだから、自然力を活用するという意

けれども、それに帰れとは言えません。そう言った途端

味では、模範的な解答がいくらでもあるわけです。

に、何か矛盾が起こってくる。

ただ、科学技術がなかった時の自然力の活用の仕方と、

古市●つまり、モダニゼーションを一度ちょっとでも味

科学技術を持っている場合の自然力の活用の仕方は、僕

わってしまうと、絶対に戻らないということですね。

は違うと思うのです。ただ自然力を使う、また科学技術

原●戻らないです。欲望の理論が欠けていると、人間が
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テカリ（インド）

いくら理性的にいろいろなことを決定して、みんなでそ
れを守ろうと、ものすごく血を流したとしても決して良

科学技術の素晴しさと集落の素晴しさ

い結果にはならない。それが 20 世紀には見られたわけ

古市●人間の限りない欲望が 20 世紀の科学技術の進歩

ですね。

を進めてきたと思いますが、一方で、公害や二酸化炭素
排出量の極端な増加を生んだということが指摘されてい

建築がいい姿を現わすには時間がかかる

を切れば、人間の身体はそれが当然だとして慣れてしま

築に一番欠けているのは、デザインではないでしょうか。

う。実際、少し努力して我慢すれば冷房をあまり使わな

人間の創造力が入らないと、一般の人にはなかなか受け

くてもすむのではと盛んに言われますが、原先生はどう

入れられないと思うのですが。

思われますか。

原●国土交通省はそのつもりはないかもしれませんが、

原●快適な環境を人工的に作り上げる均質空間がベスト

ひとつつくるとそれをモデルケースにして、その図式が

でないという認識を、我々がもう一度反省して持つこと

いかにも一番いいとしてしまいます。でも実はそうでは

だろうと思います。だって、寒くてもいいじゃないです

なくて、例えば建築家がそれぞれ考えを出すと、いろい

か。寒いとか暑いというのがないと全然おもしろくない

ろ足りないところや失敗があったとしても、それぞれに

ですし。
だからといって、インドで調査をしたときは、集落

継続されていくことは集落をつくっているのと同じです。

長さんに「おまえたち、何でこんな一番暑い時に来るん

集落のいい解答を探して、それをみんながつくっていろ

だ」と言われるような悪い時期を選んでしまって、とに

いろ失敗して、今度はこうしてみようとしていく。

3.11 の悲しい出来事も、あのようなすごい自然の変化

かく外に立っていても、クラクラして物が見えなくなる
くらいだったのです。調査を始めるといって集落へ行く

は、人間が避けられないこともあるわけです。でも、悲

と、理性を失っていてしまい鞄やカメラを持っていて

しい出来事のつど瞬間的に何か解答が出せるかというと、

も、井戸水をもらってそのままバーッと被ってしまうほ

それはどうなのでしょうか。僕が口を出しても、責任を

ど暑いのです。ところが、冷房装置のある室内から見る

とる時間生きられるわけではないから、もう若い人に任

と、美しくブーゲンビリアが咲き乱れている風景も外に

せたほうがいいと思っているけれど、僕らは戦後を見て

いると見えなかったのに見えてくるんです。だから、冷

いるわけです。そうすると、正直言って慌てるなという

房装置があって悪いということはないし、やっぱりあっ

感じなのです。そんなに焦ってもすぐに答えが出るもの

たほうがいいのではないかと思うのですよ。でも、だか

ではない。人間の社会は、ちょっと時間をかけないと、

らといって、ずっとその中にいるのがいいのかというと

特に建築がいい姿を現わしてくるには時間がかかるから、

そうではなくて、クラクラして物が見えなくてもいいか

みんな慌てすぎのような気がします。集落は、そんなに

ら、外へ行って歩くのも面白いとなってくる。みんなが

慌ててできたものではない。

一度信じて、普遍的な快適さを求めていたものが、やっ

古市●時間がすごくかかっていますよね。

ぱり違っていて、実は快適ではないのかもしれない。例

原●時間をかけるということも集落のひとつの重要な教

えば万葉集や古今和歌集などでうたわれている詩のすば

えです。技術を使って親自然的に建築をつくること自体

らしい世界、そのころは快適だったのではないかと最近

がどうなのかもすぐに解答は出ないと思うのです。

みんなチラッと思い始めたんですね。ただし、それをみ

僕の感覚では均質空間がひとつの思考の基準としてあ

●

ければいけないという議論もありました。例えば、冷房

古市●先ほどおっしゃった国土交通省の模範的な環境建

その時代のいい形があって、それらが連鎖という意味で

008

ます。3.11 以来、節電が叫ばれて、我々は欲望を抑えな

んなで共有するのは難しい。

る。つまり、気温や、明るさ、空気の動きも変わらない

集落の素晴らしさだと僕たちが思うことを、実際に集

というひとつの考え方の基準が出てきた中で、それでは

落に住んでいた人がそう思っているかどうかは疑問です。

環境的にいい建築とはどういうことなのだろうか。人間

苦しい生活が見えていて、狭い田舎のようなところに閉

の欲望もそこに絡んで、建築家や都市がどういう状態で

じ込められて、血縁とか、地縁とか、もう嫌だ、みんな

あることが本当の快適さなのかという、比較的素直な問

逃げ出したいと思っていて、都市の空気は自由なんだ、

題の立て方に戻ったのかと思っています。

集落にいた人たちはそういう憧れをもって「ああ、都市
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ポロクア（グアテマラ）

原●だいたい建築家は、建築を物質だと思っているんで

古市●ヨーロッパの都市の歴史は、まさにそうですよね。

すよね。それは、もうやめたほうがいいと思います。基

原●地域性がいいと反省の契機として考えることはいい

本的に
「モノ」を相手にしているのではなしに、
「出来事」

のですが、だからといって共同生活やコミュニティ論み

を相手にするのが建築家であって、もともとプランニング

たいなものにすぐ帰ろうとする傾向は、僕には実に怪し

や平面計画をつくるにしても、人間の身体のこともそう

げな理論に思えます。グローバリズムよりは、地域主義

ですが、人間の活動を計画しているわけじゃないですか。

のほうがはるかにいいけれども。

今はもう、モノの時代ではなく情報の時代になってき

平等に共有していくことを考えて、それがそれぞれの

ているわけですから、そういうところで建築を思考して

集落の枠組みのなかで表現されているから、僕らは集落

いかないといけない。だから、出来事の計画者のことを

をすばらしいと思う。みんなでこれを共有して生きてい

建築家というべきだと思います。もちろん物象化の手続

くのだ、生きざるを得ないというところが見えていると

きがないとおもしろくないし、科学者や芸術家と建築家

ころがすごく重要で、それがなかったら、あんなにすご

との区別は何かというと、やはりモノを組み立てて構築

い考察と表現はできないと思うのですね。

していくところにありますから、やはり依然として活動

それに加えて、今日では科学技術もさまざまにあると
して、もう一回、我々のそれぞれに理想とするものが同
時存在できるような、そういう都市像や建築像を作り上
げていく、難しいことだけれどそれが大事だと思います。

ライフスタイルの転換 ❽
——

に行きたいな」と思っていたはずです。

範囲はあるにせよ、あまりモノにとらわれた建築家は、
僕は非常によくないと思うのです。
集落と少し離れますが、一日でいえば朝の雰囲気、た
たずまい、それが昼間・日中になって、それで夕暮れを
迎え、夜になってくるという何かモードが変わっていき

建築以外の分野から新しい空間への示唆が

ますね。それは景色でも言えます。快適性というのは、
まさにそこを巡る話で、決していつも同じ温度でいるこ

古市●都市への集中ということが世界中で言えると思い

とではない。自然の持っているそういう移り変わりに対

ます。都市生活は利便性も高く情報も入ってきます。例

して、人間がどう関わっていくと最も快適で美しいのか

えばモンゴルでは、首都のウランバートルにすごく人口

というようなことを実は幾何学ではすでに現代でやって

が集中しています。それまでゲルでテント生活をしてい

いるのではないかと思うのです。残念ながら、僕にはそ

た遊牧民が、遊牧をやめてしまうのです。寒いし人もい

れを理解することが難しい。数学者たちは本当に難しい

ない、辛いわけですよね。ブータンでも同じような現象

専門的な言葉でしゃべるけれども、建築に対してもすご

が起こっています。都市で、欲望のなすがままに街がで

く重要な示唆を与えてくれていると思います。幾何学と

きていくわけです。そこに、都市計画がうまく制御する

呼ぶからには空間的な現象を言っているので、それは何

ようにする我々建築家の役割があると思うのです。その

か建築にも関係しているでしょう。環境的な変化や、そ

場合に、まさに原先生が集落調査でご覧になった英知な

れに対する人間の意識などの難題に今の建築の世界では

どを応用できる可能性はあるでしょうか。

なんとなく感覚的にしか対応できていないところを明ら

原●あると思いますね。均質空間ができたように、新た

かにするという意味において、数学—現代の幾何学は示

な空間概念がいずれできると思うのです。
「これがそう

唆的なのではないかと。だから、集落を見ながら、背景

なのか」というものが。僕が数学に興味を持つのは、何

に迫る現代幾何学を見るというのが理想型じゃないかな

かそういう新しい空間に対する兆しというのがあるから

と思っています。

なんです。
古市●ある日、突然誰かがスケッチを描くのでしょうか。
原●建築で描くのは、どうも難しそうだから、他の分野

ディスクリートの絶妙な距離感

の誰かが描くのではないかと思うわけです。

古市●先生がよく書かれている「ディスクリート」とい

古市●我々はどこで議論をしていても、相変わらず建築

う言葉は、日本語で離散的という意味ですよね。これは、

家、都市計画家がやるんだという思い込みがあります。

例えば集落で説明すると、どういうものなのでしょう。

おっしゃるように、全然違う分野が既に始めているかも

原●古市さんが見てきたブータンもそうでしたし、中南

しれませんね。

米のインディオの集落もそうです。どういう集落かとい
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うと、1 年作ったら、1 年休まなくちゃいけないというよ

古市●ところが、他人のテリトリーのものを食べてはい

うな休耕地の上に建つ山村です。

けないとかちゃんとしたルールがあるらしいのです。距

古市●毎年、変わっていくわけですか。

離は隣が見えないくらいです。僕らがモンゴルへ行った

原●例えば日本の富山や出雲などの集落は非常に豊かな

とき、周りに誰もいないえらいところでバスが故障して、

場所に建った美しい山村です。それに対して条件がやせ

困ったなと頭を抱えていたら、しばらくして誰かが馬で

た土地ですから、共同で助け合って仲良くということだ

来たのです。彼らは視力が恐しく良くて見えるんですね。

けではすまない厳しい条件下にある。そうすると、あと

だから、ちゃんとコミュニケーションができているんで

はみんな勝手に生きろということになってくる。住居の

す。我々とモンゴル人の距離感は全然違う。そういう意

形式は二棟分棟の家になっていて比較的しっかりしてい

味では、極端なディスクリートなのです。ところが最近

ますが、実に貧しい感じなのです。ブータンのように、

は、モンゴルの人も目が昔ほど良くないそうです。それ

ある意味での豊かさはなくて、まさしく掘っ立て小屋に

は、パソコンを見たり携帯電話が入ってきて隣とのコ

過ぎない。

ミュニケーションができるようになり、かつての離散型

でも、すごくおもしろくて、半径 50mくらいの中に

から別な形になってしまった。

必ず家が建っているのです。それで全体として通信網が

原●非常におもしろいですね。これまで情報技術がいろ

できていて声が届きます。一番近い隣との距離が 50m

んな形で我々の生活を変えてきた。初めは交通機関、そ

あるのに隣の声が必ず聞こえるし、身振りするとすぐ見

れが携帯電話やインターネットが現れてきて、今の話に

える。中南米、特にグアテマラ、メキシコ、ホンジュラ

あったように、人と人との距離を均等化するディスク

スに見られ、グアテマラが一番すごいですね。みんな勝

リートな世界をつくっています。

手に生きろという部分もありながら、お互いがなにかコ
ンピューターかあたかも携帯電話を持っているような感
じなのです。それは離散型集落—ディスクリート・ヴィ
レッジと呼んでいいのではないかと僕は思ったわけです。

原●ディスクリートのもうひとつの特性としては、集団

みんな仲良くというのと、みんな勝手にしろというのが

も個人も対等であるというところです。例えば、ある集

同居しているような集団のあり方です。

010

●

あまりにも多様な集団のあり方

団の中の 99.9％がそれを「いい」と言い、誰かひとりが

コミュニティというと、全体性が強いですよね。例え

「これは悪い」と言ったときにも、ディスクリートの考

ば、脱穀するスペースが中心になっているとか、集落の

え方では多数決ではなく対等に見なくてはいけないので

生活の中心性や共有性がすごく出ていて、一体性がある。

す。物の見方というのはそうでなくてはいけない。今や、

けれども、離散型の集落にはそのような強さはないけれ

みんなオープンになっているけれど、閉鎖的な社会とい

ど、なにか見え方が広場のような空き地のような農地の

うのも非常に貴重じゃないかと思うのです。

ような、自由なフィールドがある。インドにはよくその

実は、僕が言っているディスクリートには弱点があっ

パターンがありますが、用途があまりはっきりしないフ

て、集団のあり方は多様ですが、例えば 20 人くらいい

リーフィールドという名前で呼べばいいと僕は思ってい

て組み合わせを考えると 100 万通りのレベルで滅茶苦茶

て、そこに建っている山村があります。ディスクリート

な数の集団の可能性が浮上してきてしまいます。今、世

のひとつの特徴は、みんなお互いに距離は同じで隣の人

界の人口が 70 億人で全員とコミュニケーションをとる

と特に仲がいいというわけではないけれど、ある意味で

ためには、1 秒に一人ずつ会ったとしても何十年もか

全部が隣であるという距離感です。それに対して日本は

かってしまう。どうやったら、みんなの意思がとれるか

隣とは全部ケンカをしているけれど一軒向こうとはもの

は、あまりにも集団が多くて天文学的数字になり、ど

すごく仲がいい。それが日本的な距離感ですね。

「クラウ
うしようもなくなってしまうのです。それが、

古市●モンゴルの人たちもディスクリートだと思うので

ド」という概念ですよね。雲みたいになってしまう。イ

す。何百頭もの羊と一緒に生活するため広大な草地を必

ンターネットがどうなっているのか捉えられないという

要とするのですね。彼らは、あるエリアの草を食い尽く

のは、あまりにも集団の多様性があるからです。数えよ

すと、また次に行くのです。

うとしても勘定できないし、勘定すること自体に時間が

原●移動しなくてはいけないからね。

必要で、そこに弱点がありますね。今のネットワークは
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しもきた克雪ドーム（2005）

どういう状態になっているのかさえも分からないという、

したが、 インドのスタジオ・ムンバイやスリランカの建

新しい問題が出てきています。

築 家ジェフリー・バワ、今 年のプリツカー賞を取った中

古市●そこから新しい犯罪が生まれたりもしています。

国の建 築家ワン・シューなどが、とても話題になってい

原●そのような霞や雲がかかったような状態の中で、犯

ました。彼らが今評 価されているというのは、
「環境」が

罪や権力という問題が出てくるということはあるにせよ、

ひとつのキーワードになっているからだと思います。原

ひとつの集落の持っている古典的なコミュニティ像とい

先生がおっしゃるように、揺るぎないものだと思われて

う、その地域だけ、近い人だけが仲間だというのではな

いた均質空間が、いろんな地球 環境の問題が出てきて、

しに、遠く離れた人も仲間だという意識は、これからは

どうもそうではないのかもしれないと思われ始めた。た

何か取り入れていかなくてはいけないですね。

だ、誰もどこに行くか分からないという現状だと思います。

古市●そうですね。それは、もう地球規模でものごとを

原●近代に対して、ちょっと違う、批判しなくてはなら

考えていかなければならないと思います。

ないところがあるなと漠然と思っていた 20 世紀と、21

原●都市や集団もそのようにつくらなくてはならないし、

世紀は人々が本気でどうも違うのではないかと思い出し

住居もそうかもしれない。そういう意味で、ディスク

たというところが全然違うんですよね。

リートという概念は参考になるのではないでしょうか。

古市●そこに ITが入り込んできてグチャグチャの状況

しかし、ディスクリートという究極の均質な空間にお

ライフスタイルの転換 ❽
——

札幌ドーム（2001）

でしょうか。

いて人間の快適性ということに触れることは、まだでき

原●それはそれでいいんじゃないでしょうかね。均質空

ていないわけです。例えば、オフィス環境などでは、均

間はいろんな意味でスタティックだから、もう少しダイ

質な空間の中でみんなが快適になるために手元で空気が

ナミックな世界が現れていいのではないかと思いますね。

調節できるような装置を考えなくてはならないことも、

多様な解答があり得て、そのことをどのようにして表

ディスクリートの考え方のひとつなんです。それがどの

現するか、そこまでのところにようやく今、たどり着い

ように収斂していくのかは分からないですが、ひとつの

たということなのでしょうかね。

カギであることは確かではないでしょうか。

古市●ヨーロッパ近代建築が生まれた世紀末は、今とは
まったく違う状況でしたよね。

若い人たちにとって大きなチャンスの時代

原●でも世紀末で創造力が衰えたかというと、そうでは
なくて、その世紀末を経て、ミースやル・コルビュジエ

古市●今は明らかにパラダイムシフトの時で、建築や都

が出てきて、いろいろ他の分野でも、ストラヴィンス

市も何か大きく変わるとみんなが気がついているのです。

キーやカフカが出てきて、それはすごい大時代的なパラ

原●今となってみると、集落というのは非常に分かりや

ダイムシフトだったのでしょう。その状態が今もすごく

すいですね。昔とは違って環境という問題意識があるか

あるのですが、それをあまり若者たちが意識していない

ら分かりやすくなっているのでしょうか。

というのが良くないですよね。今はそういうものすごい

古市●都市がどんどん膨張するとさまざまな都市問題が

チャンスなんだという自覚がない。

発生してくる。そして、集落と対峙すると、明快にいろ

最近の若い人たちは、自分の意見を主張したり、主張

んなことが比較で分かってくるわけです。そこにパラダ

されたりすることが非常に嫌いなのだといいますね。物

イムシフトの可能性があるかもしれませんね。

の考え方を示されたり、自分は何がいいか主張したりす

原●あるのではないでしょうか。この 20 年くらいの間

ることを非常に避ける。ただ控えているだけなのかもし

にすごく変わったわけです。僕は均質空間というのは絶

れないけれど。

対不動のもので、資本主義が続く限り絶対これは変わら

古市●彼らがこれからやるわけですから、それをきちん

ないと思っていました。けれども、環境論—環境破壊や

と見つめないとダメですよね。

環境危機というのが出てきて、これは変わるなというよ

原●そう。これからが彼らの時代なんだから。

うな兆しが出てきたのですよね。

古市●きょうはいろいろ貴重なお話を伺うことができま

それは建築にとってすごい光明といえるでしょう。そ
れを探していくと新しい建築が生まれるかもしれない。
古市●今 年、ヴェネツィアのビエンナーレを見に行きま

した。長時間にわたり、ありがとうございました。
（2012 年 11 月 27 日
原広司＋アトリエ・ファイ建築研究所にて収録）
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インド建築事情

The World Report
【海外レポート】

自律ではなく他律で成り立つ都市インド
立川玲香
インドブーム

インドの建築教育

インドという国は、いつの時代も様々な分野の人々を魅了し続

インド留学は、イ

けている不思議な国だ。 アーティストや旅人、歴史学者、言語

ンド旅行以上に情報

学者に哲学者、近年は意欲的な投資家までもがインドを目指し、

収集が困難で、現地

現代建築においても注目され始めている。

に行ってみないとほ

インドは、熱狂的にはまる人と、徹底的に嫌う人に大きく二分

ぼ何も分からない。

されると言うが、今後も持続的に経済が成長し、2025 年頃には中

私は、インド政府の

国を抜いて世界一の人口になり、その後も長期的に人口が増加す

給付奨学生制度を利

るとなると、いずれは世界の誰もが関わらざるを得ないだろう。

用したのだが、応募

イ ン ド は、 た だ

可能な大学のリスト

人が多いだけでな

があるのみで、どこ

く、 牛 や ラ ク ダ に

に建築学科が併設されているかは不明、大学のホームページも未

山羊、犬、猿、孔雀、

整備、連絡しても返答なし、という状況だった。

デリーに建つインド人建築家チャールズ・コレア
設計のビル

人力車や二輪車、自

そこで、
『世界の建築家～名』とか、
『アジアの建築家～』といっ

動車が道に犇めき合

た本に出ているインド人建築家の経歴から建築大学を探したの

い、さらには路上で

だが、ここで、多くが海外で建築教育を受けている事実に気づ

様々な商売が展開さ

く。国内で建築教育を受けた人の多くが、デリーの都市建築大学

れ、大通りから小さ
な路地に至るまで、

密度100%?のインドの路上

（SPA）か、アーメダバードの CEPT 出身であることが分かり、デ
リーの都市建築大学への留学を決めるに至った。

街中が非常にエネルギッシュだ。
一方で、経済発展した他国の例に漏れず、その移行過程にある

■建築デザインが、ない

インドでも、経済格差が広がり、ライフスタイルを一変させる郊

大学を決めたはいいが、コースを決める段になって、インドの

外型の中高層マンションやショッピングモールが出現し、今まさ

建築学科修士過程には、建築デザインが存在しないことが判明し

に都市や建築の問題として考えるべきことが噴出しつつある時で

た。インドでは、建物をデザインしたい者は修士課程には進まず、

もある。それは、日本や西欧諸国のように、都市や建築を取り巻

建築事務所で働き始める。修士過程では、学部で建築家のディプ

く状況が一段落し、各国独自の現代建築のスタイルや特徴が確立

ロマを取った者がより大きな設計範囲を扱い、将来的に建築家を

される前の段階であり、これまでの伝統的な建築とこれからの現

先導して上位計画や規範を制定する立場となる、という位置づけ

代的な建築の架け橋となる建築を生み出せる瞬間でもある。

で、計画系とデザイン系の 2 つが用意されている。

私は、この瞬間に関わるきっかけとして、大学院在籍時の

デリーの都市建築大学では、デザイン系には、都市デザイン・

2005 年にインドへ留学した。もちろん、それ以前に旅行者とし

ランドスケープ・保存の 3 つがあり、計画系にはハウジング（ス

てインドを訪れた際の熱狂が冷めやらず、とにかく、あの圧倒的

ラムや低所得者向けの住宅供給）や都市計画等がある。

な熱気の中に身を置いてインドの建築を考えてみたい、と思った
のも大きい。

数学に強いインドにおいて、計画系＝計算学科と言われてお
り、計画系のプレゼ
ンシートはエクセル
の表と数式で埋まり、
評価は完全に数値に
支配されている。私
はうっかりハウジン
グコースに入り、慌
てて一番建築に近い
都市デザインコース
に変更した。

道路をリビングとして使うスラム

■選択が、ない
都市デザインコースでは、社会学や環境学、不動産開発、イ
ンフラ計画などの講義形式の授業が全て必修科目として、月曜

デリー郊外で進む住宅開発
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日から土曜日までの朝から晩まで休みなくぎっしりと組まれて

排出量も増えた今、掃除が行き届かず、街にはゴミが散乱してい

おり、その授業の課題とデザインスタジオを同時に進めるとい

る。それでも自分では掃除せず、しびれを切らすと人を呼びつけ

う、かなり密なカリキュラムが組まれている。内容的には日本

掃除させるのである。

の大学院で行われる、都市レベルで建築を考える教育に近いが、
授業時間の不足もあり、都市レベルの設計だけで終わり、建築
の設計まで行き着かない点が異なる。
スタジオは、個人の思考より複数人の意思形成に重点があるた

■牛が、いる
ゴミ以外にインドで特徴的なのが、街に野良牛がいることだ。
しかし、都市の現代化を目指すインド政府は、交通の妨げになり

め全てグループ課題なうえ、講義は全て、長時間にわたる早口英

糞をまき散らすデリーの牛を賞金を掛けて締め出そうとしており、

語をひたすらノートに速記するという形なので受動的になりがち

その姿勢は、都市デザインの授業でも、ゴミ回収計画において、

だ。それを熟考して自己の知識として定着させるためには、朝晩

効率的な回収ルートやゴミ捨て場のサイズ、必要トラック数は計

や休日を費やす必要があり、多くのインドの学生は常に勉強して

算するが、そこに牛は登場しない、という形で現れる。計画上は、

いる。しかし、英語が日常レベルに浸透しているインドの弾丸講

牛や犬がいないのだが、実際は生ゴミの大部分が回収トラックが

義は意外にも充実しており、ケヴィン・リンチやジェイン・ジェ

来る前に彼らの胃袋に消え、代わりに巨大な糞が落とされる。農

イコブズなど歴史的な都市論や建築論から、サスキア・サッセン

村ではその糞を丸めて壁に貼付け、固形燃料として活用している

など現代の社会論まで、原文のまま読める強みがあり、学生が自

こともある。西欧のカラフルなゴミ箱が並び、秩序立ってリサイ

国と比較しながら多角的な視点で都市や建築を論じるための基礎

クルされる様を事例研究するよりも、むしろ、こうした教育の場

となっている。

で、インドの都市には牛が存在するという事実をとことん考えて
みて、牛が道路にはみ出ない誘導的なゴミ（牛の食糧）捨て場の

■ゴミ箱が、ない
「先進国＝きれい」と信じてやまないインド人だが、決して自
分では掃除をしない。例えば大学の寮は、共用部分を毎朝掃除
カーストのおばさん達がピカピカに掃除してくれる。そして、個

配置や、牛が食べやすいゴミ捨て場の形をデザインした方がよっ
ぽど実際的でおもしろい都市デザインができるのではないか、と
思う。
インドの教育現場では、自国について深く分析するより前に、

室にはなんとゴミ箱がない。部屋で出たゴミはドアの外に掃き出

英語による海外の情報が入りやすいため、西洋的な理論の理解

すか、ゴミが出るたびに部屋の外に投げる。学校内にもゴミ箱は

が早く、それが「現代化＝西洋化」の図式をより加速させている。

なく、模型のくずは床に落とし、授業の合間に運ばせるチャイの

一方で建築や都市設計に関わる人の共通認識として、
「ドバイや中

カップも飲み終えたその場に放置すれば次の日には片付いている。

国のようにはならないように、インド独特の発展をしたい」とい

夕方にもなると、学校中の窓台や廊下はカップだらけになる。そ

う思いが強く、教授陣も一丸となって、その方法を模索している

れは街でも同じで、バスの切符や食べ物のパックなど、不要に

雰囲気がある。

なったその瞬間に自分の手から離す。これは、ゴミはゴミ箱に捨
てる社会で育った者には順応し難く、私も滞在当初は、一日中、
出たゴミを持ち歩いて寮に持ち帰り、最後は仕方なく部屋の前の
廊下に置いておく日々であった。

インドの建築現場
私は、外国人としてインド

もとは、素焼きのカップや木の葉の皿が使われていたので、そ

に留学していたため、外から

のまま土に還っていたが、それらがプラスチックに変わり、ゴミ

の目線でインドの都市や建築
について見ており、先述の牛
やゴミについても、現代化に
不利なことではなく、むしろ
デザインすべきインドの都市
の面白い特徴と捉えていた部
分が大きい。それでも、イン
ド滞在中は、人の多さと混沌
の「渦中」にあり、たびたび
その状況に混乱していた気が
する。実は、インドの学生達

ル・コルビュジエの建築

も同様に混乱しており、よく悲観している場面を見かけた。そう
した意味で、インド国外で名が知られているインド人建築家の多
海と陸両方のゴミが流れ着いた砂浜

くが、海外で教育を受けている事実は、十分うなずける。彼らは、
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る。日本で設計をすると、最初から最後まで膨大な量のカタログ
と格闘することが多々あるが、そこではその不毛さから解放され
ている。
■ガラスが、ない
ムンバイは、1 年
を通して気候が暖か
い。世界でも最大級
のスラムがムンバイ
に形成された一端は
この気候のせいもあ
るだろう。街の至る
ところで扉は開きっ
スタジオ・ムンバイのワークショップ

放しだ。電車の窓も

長距離列車の窓も格子とシャッター

ガラスはなく鉄格子
外国にいったん出て、帰国して初めて見出したインド固有の建築

のみで、走行中でも

や都市の形式を、現代的なものとして読み替え、巧みにその作品

ドアは手動で開けら

に取り入れていることが多い。それはインドの各都市を旅すると

れ、心地よい風が車

よく分かり、その原型のようなものにたびたび出会う。

内 に 吹 込 む。 モ ン

アメリカで建築を学んだビジョイ・ジェイン率いるスタジオ・

スーンの豪雨を防げ

ムンバイが実践している建築も、まさにそれで、私は大学院を卒

る屋根があれば、窓

業後、再びインドへ戻り、スタジオ・ムンバイに入所した。皮肉

にガラスはあまり必

にも、私がスタジオ・ムンバイを知ったのは、インド留学時では

要とされていない。

なく、
『a ＋ u』のインド特集であった。というのも、インドで得

砂漠地方のラジャ

られる建築の情報のほとんどが、いったん海外メディアを通した

ス タ ン へ 行 く と、

ものであり、インドに関する記事がインドへ戻ってくるまでにか

ジャーリーという透

なりの時差があるのである。私が『a ＋ u』を片手にインドへ戻り、

かし彫りにした石の

友人達に見せた際の彼らの驚きように、こちらの方が驚いたもの

窓がよく見られるが、

だ。誰もが口を揃えて、
「こんな建築が自分の国で作られているな

スタジオ・ムンバイ

んて知らなかった、信じられない！」と。

の建築では、インド

スタジオ・ムンバイのルーバーの家

の一般的な住居にある鉄格子の窓やジャーリーを、木製ルーバー
に置き換えている。ルーバーは現場ごとに、太陽の差し込む角度

■カタログが、ない
スタジオ・ムンバイは決してインドのスタンダードではない。

に合わせて職人によって作られる。ある海辺の別荘は、外壁のほ

しかし、インドだからこそできる建築プロセスでもある。インド

とんどがこの木製ルーバーのみで仕上げられており、日夜波風の

では、レンガやコンクリートの質が良くない上に、現場労働者は

音が轟く、自然と共にあるインドらしい建築である。そして、毎

「良い建物に仕上げよう」という意識が低いため、設計事務所は、

日風とともに吹込む大量の砂を、使用人が掃除し続けている、と

設計以上に施工会社探しと現場管理に奮闘していることが多い。

いう点もまた、インドらしい。

スタジオ・ムンバイは、この設計と施工を両方担うことで、設
計に集中することを可能としている。同じ職人と引き続き仕事を

■期限が、ない

するため、技術や経験が蓄積され、設計の初期段階から職人と協

インドでは、設計が現場に入ってから次々変更される。まだ役

同して模型やモックアップ制作ができ、設計プロセスがそのまま

所の建築の許可申請の制度が徹底されていないこともあり、簡易

制作プロセスになる。

的な仮設計で許可を受け、全く違う設計で現場が進むことが多く、

そして、さすが古来より物を作り続け、今なおその技術が温存

土の掘削をしている間に 1 階の設計をする、ということも普通で

された国である。湿式の床に美しく納まる真鍮製のスイッチボッ

ある。窓なども、躯体・屋根・床が張られた状態で、実際にその

クスや、絶妙なカーブのハンドル、家具…と、あらゆる物が事務

空間に立ち、光や風を感じながら改めて大きさや位置を決めたり、

所内の職人の手で制作可能なのだ。既製の水栓さえも、真鍮メッ

アンティークマーケットで見つけた古い窓を数セット使うことに

キに、と頼むと、数日後には見事にメッキされた水栓が届けられ

したり、と現場での自由度がかなり大きい。
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特に個人住宅や別荘
は、他者の利権に関わ
ることが少ないため、
施主と設計者の理想を
追求しやすく、期日と
金銭面で両者が合意す

街中の洗濯を引き受けるドービガート

れば、現場に入ってか

インドが他国と

ら互いにどんどん意見
を交換し、工程が間に

大きく異なるのは、

合う限りにおいて、時

様々な行為が個人か

にはでき上がった部分

ら切り離されていて、

を壊してまで作り変え

その分個人の所有物

てしまう。こうした進

が少なくて済む点に

め方と、機械ではなく

ある。掃除をしない

一軒の住宅ができるのに、数年掛かりであることも少なくない。

や掃除機が消え、洗

■マンパワーが、ある

機やアイロンが消え、

人力による工事のため、中庭に車の幌を張った建物

から部屋からゴミ箱
濯をしないから洗濯

インドの建築現場は

お茶も店から運んで

人で溢れている。大規

もらうからポットも

模なマンションやビル

カップもいらない。

の建設では違うだろ

そうした物のない状

うが、住宅規模だと、

態は、一見物質的な

様々な工程が手作業と

貧富の差として映り、

なる。基礎の根伐りは、

コマーシャリズムは

スコップで穴を掘り、

そこを巧みに操って

土を手押し車で運び出
し、セメントはサリー

現場資材を運ぶ牛

1㎡程の店

モダンライフを売っ
ているのだが、むし

を着た女達の頭に載せられて運ばれ、男達の手で練られる。壁は

ろ、分業意識の違い

石工の手で割られた石が上下左右ピタリと合うように積み上げら

による合理的なやり

れ、床や壁の漆喰は手で丹念に磨かれる。どれも人の手で行うに

方だと捉えた方がおもしろい。もちろん、背後にはカースト制の

は人数と時間がかかる仕事ばかりだが、これは労働者の賃金が安

問題を孕んではいるのだが、インドの都市は、自律ではなく他律

価で、かつ技術ある職人が存在するインドだからこそ成立する。

で成り立っているのである。

ベンチ付のファサード

スタジオ・ムンバイでは、石や漆喰といった建築材料はあくま

これを徹底していけば、住宅の室内を電化製品が一切ない簡潔

でローカルに普及している廉価なものを使うのだが、仕事一つひ

な空間にして、代わりにそれらを一括して引き受ける巨大な洗濯

とつを丁寧に行うことで、その材料の良さが最大限に引き出され、

場やアイロン場やダイニングキッチンの複合体や、移動型・固定

目を奪われる質の高さを実現している。不均一に、しかし一定の

型の物売りを取り込んだ公共空間など、今よりさらにダイナミッ

リズムを持って積まれた石壁など、ハッとするほど美しかったり

クで他律的でエコな、インディアン・モダンの都市モデルが生ま

する。

れる可能性が十分にある気がする。

インディアン・モダンへ
多様な気候や植生の交点にあるインドは、同時に多様な建築材
料に恵まれており、工業製品に頼ることなく技術をもった大量の
人手を生かすことで、インド独自の建築の質を獲得できる可能性
に溢れているといえる。その独自性は建築の物質的な質に留まら
ず、その空間の実践の仕方にも現れてしかるべきである。

立川玲香（たてかわ れいか）

1980 年 東京都生まれ
2004 年 武蔵野美術大学建築学科卒業
2004 年 東京工業大学大学院修士課程入学
2005 〜 06 年 デリー都市建築大学留学（イン
ド政府奨学生）
2007 年 東京工業大学大学院修士課程修了
2008 〜 09 年 スタジオ・ムンバイ
2009 年〜 アトリエ・ワン
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JIA 建築家大会 2012 横浜
JIA 設立 25 周年記念
日時：2012 年 11 月 29 日㈭、30 日㈮、12 月 1 日㈯
場所：BankART Studio NYK、神奈川県民ホール、横浜市開港記念会館

「建築家大会 2012 横浜」を終えて
JIA 建築家大会 2012 横浜実行委員長 上浪 寛
日本建築家協会設立 25 周年記念「JIA 建築家大会 2012 横浜」に多数の皆様
にご参加いただき、心より感謝いたします。おかげさまで大会登録者数は 739
名で、ご来賓等招待者、一般参加者を加えると 1,000 名を大幅に超え、2011
年の UIA 東京大会に引き続き大変盛会な大会となりました。今までの全国大
会と一線を画し今の時代にふさわしい大会を目指し、大会財源の大部分を参加
費により賄う身の丈に合った運営を目指しました。その趣旨にご賛同いただき、
これまでの大会で最も低い事業規模で最も多くの皆様にご参加いただけたと
思っております。

UIA 東京大会の準備が大詰めを迎えた 2011 年夏に横浜大会の実行委員会を
立ち上げ、UIA 大会準備に関わった同じメンバーを中心に手作りで準備いた
しました。UIA 東京大会準備に 5 年半、横浜大会に 1 年半の計 7 年間にわたり
関わってきた 2 つの大会が成功裡に終わり、感慨深いものがあります。横浜大
会が、1 年余りという短い準備期間で、かつイベント会社から一切助けを借り
なかったにもかかわらず完成度の高い大会運営が可能だったのは、UIA 東京
大会の準備を経験したノウハウが蓄積されていたことが非常に大きかったと思
います。この経験を記録に残し、JIAの財産として今後の大会へ継承していき
たいと考えています。
震災を経て見直されている新たなパラダイムに基づき、日本文化の再考が求
められています。建築やまちづくりについて、建築家並びに専門家でない市民
に何ができるか共に考えてみよう、という意図で「共に超える」というテーマ
を掲げました。様々な視点で議論を重ね、社会へ示す機会として、全国から集
まりやすく関東甲信越でも最も歴史的価値の高い街のひとつである横浜の地で

JIA 全国大会を開催しました。
神奈川県民ホールにおける大会基調講演＋シンポジウム、世界的アーティ
スト川俣正氏によるインスタレーションの中で開催した BankART Studio

NYK 会場、相模鉄道沿線住民の大きな関心を呼んで満席となった相鉄文化
会館講堂での講演など、市民参加を意識したプログラムにより、これからの

JIA 活動の規範となる大会が展開されたと思っています。
JIA 全国地域会の中でも最も活発な活動を繰り広げている地域会のひとつ
である神奈川地域会の活動が培った信頼とネットワークにより、地元行政、大
会会場、地元交通機関、各種メディアから大きな便宜を図っていただき、この
たびの成功へ繋がりました。この場をお借りして関係者の方々へ厚く御礼を申
し上げます。
この春の新公益社団法人移行を見据えた社会へ開かれた JIA 大会の第一歩
ではありますが、この大会の成功を次の一歩へ着実に繋げていきたいと思って
います。
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基調講演

パネルディスカッション

江戸から学び、未来に繋ぐ — 持続可能で幸福な社会のための環境を問う
横浜大会 2 日目の 11 月 30 日、大会式典のあと、法政大学教授の田中優子さんによる基調講演、パネリストにコミュニティデザイナー山崎亮さ
んをお迎えし、コーディネーターを芦原太郎 JIA 会長が務めたパネルディスカッションが行われました。発言の要旨をご紹介します。

第一部

基調講演

「足るを知る」の江戸時代
講演者：田中優子（法政大学社会学部教授、国際日本学インスティテュート
［大学院］教授）

❖江戸の暮らしに通じる横浜の長屋の暮らし
田中優子さんは横浜生まれの横浜育ち。幼
い頃を横浜の長屋で過ごした。その頃の家は

場所まで居住地にして、建造物や技術の力で災害を防ごうとしている
が、現にそれらは自然の力に遠く及ばないことを目の当たりにしてし
まった。
現在は自然の力に任せることをしなくなり、それが私たちの置かれ
ている状況を作ってしまった。江戸時代に戻さなくても、江戸時代の
判断基準を取り戻すことができるのではないか、自然に抗うのではな
く、自然に任せることが大事なことである。また意味もなく大量にも
のを作ったり、使ったりすることをせず、いつも意味を考えるべきで
ある。

今よりも床下がずっと高く、近所の人が訪ね
てきたときに、玄関の上がり框に座って話を
する。ドア越しではなく家に上がり込むので

第二部

もない、ちょうどいい距離感があった。隣家
の中の気配は感じても、それ以上は立ち入ることのない絶妙な距離の

パネルディスカッション

パネリスト：田中優子
山崎亮（コミュニティデザイナー、京都造形芸術大学教授）
コーディネーター：芦原太郎（JIA 会長）

取り方、家族皆が同じ部屋にいて、子どもは自分の居場所を自分で探
す、そんな長屋の暮らしが、高度成長時代に 2 階建ての一軒家の生活
に取って代わる。以前よりも確かに豊かになり自分の居場所もでき空
間も広くなったが、大事なものを失ってしまったような、何かがおか
しいという感覚が田中さんの中に生まれ、それがその後、江戸時代に

山崎亮さん プレゼンテーション
❖コミュニティデザイナーとは
最初に山崎亮さんが、自己紹介を兼ね、

強い関心をもつひとつの理由になっていった。

コミュニティデザイナーとは実際に何をす

❖ 3.11 をきっかけに

る仕事なのか、自身の手がけているプロジェ

3.11 では、多くの人が「自分たちは何をしてきたのだろう」という

クトを通じて紹介した。山崎さんはもとも

無力感を覚えた。自分が育ってきた環境、高度成長時代の経験、江戸

と建築・ランドスケープのデザインに携わっ

時代研究、これらを通して以下のことを強く感じた。

ていたが、あるときパークマネジメントの

・ 津波は建築などの構造物によって防げなかった。結局、人間の作っ

仕事で、公園の運営を市民と一緒に手がけ、市民と対話するようにな

たものは自然の力に及ばない
・ なんというもの（原子力発電所）を作ってしまったのか

り、どんどんそちらに興味と仕事の中心が移っていく。そして、自分
でその職種をコミュニティデザインと名付け、現在はコミュニティデ

そこで、3.11 を受け止め、江戸時代の暮らしを参考に、これからど

ザイナーとして活躍している。

のように自然や生活を考えていけば良いのか話をしたい。

❖事例紹介

❖電気の無い生活

当然ながら、江戸時代は電気が無かった。電気が無いということが

前提でものがつくられ、社会が成り立っていた。芝居小屋は昼間に外

山崎さんが手がけている仕事は大きく 2 つのタイプに分けられる。
A もうすでに集まっているコミュニティ（NPO、市民活動家の人たち）
を集めて、その場所の価値を高める行動をしてもらう。

光を入れて上演し、電気が無くても読める本や美しい灯籠が発明され

B 離島地域や町・村など、地元の人たちだけだと新しいアクションが

た。月の光や夏の間に毎日のように上がる花火など、夜の情景が愛さ

起こせない場合、新しいコミュニティが生まれるきっかけを作る。

れた。その証拠に浮世絵にも夜の情景が多く残されている。

これらのタイプ別に、さまざまなプロジェクトが紹介された。A タ

❖江戸時代は完全な循環社会

江戸時代は、
「ゴミ」という概念が成立しにくい社会だった。現在は

イプでは、大阪泉佐野の公園や鹿児島のデパートの再生、大分の線路
下のスペースや横浜東横線跡の高架再利用、これからオープンする近

お金を払ってゴミを処理してもらうシステムだが、江戸時代は逆にゴ

鉄百貨店阿倍野本店の計画、延岡駅前シャッター街の再生など。B タ

ミを出すとお金がもらえた。それは完全な循環社会であり、台所やお

イプでは島根県海士町の総合計画など。

あ

ま

風呂の残り水や人間の排泄物はすべて畑の肥料になり、紙は何度も再

これらのさまざまな仕事の依頼を必ず住民参加型でやることが大き

生され最後に焼かれて灰になると洗剤として使われる。着物は何度も

な特徴である。住民に参加してもらい 1 年以上一緒にプロジェクトを

仕立て直してほとんどの人たちは古着を着るなど、不要なものは何も

やっていると、A タイプの場合はもともと素地があるからできること

ないと言えるような社会だった。

が増えていく。もともと無かったところからつくる B タイプは、弱い

❖「足るを知る」とは

つながりだけど、他愛もないことから何でも相談できるような関係性

ういいんだ」という意味である。どの辺がちょうどいいのか、どこで

係性があれば、お互いを気にし合うことができる。

儒教の言葉で、江戸時代によく使われていた。
「ちょうどいい、も

足りたと思えるのか？それが、ものを作りすぎない、使いすぎないこ

ができていく。もし 3.11 のようなことがあった場合でも、少しの関
江戸時代に戻るのはむずかしい、つながりが強すぎず、でも切れ

とにつながる。

ない、どの辺がいい按配なのか全国の地域で調べて、うまく調整を付

❖自然の力に任せる

けていくのが、コミュニティデザインの仕事だと思っている。

江戸時代の災害の防ぎ方は、自然の脅威を閉じ込めるのではなく、

危険な場所にいることはやめて、原因と結果がはっきりわかるときに
は原因となることはやめようという考え方である。現在は危険のある

▶ディスカッション（プレゼンテーションを受けて）
山崎さんのプレゼンテーションを受け、芦原会長の質問の下に、
ディスカッションが行われた。
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田中優子（たなか ゆうこ）

専門は日本近世文化・アジア比較文化。研究領域は、江戸時代の文
学、美術、生活文化。
『江戸の想像力』で芸術選奨文部大臣新人賞、
『江戸百夢』で芸術選奨文部科学大臣賞・サントリー学芸賞。その
他多数の著書がある。江戸時代の観点から、現代の問題に言及する
ことも多い。2005 年度紫綬褒章。近著に『カムイ伝講義』
（小学館）
、
『未来のための江戸学』
（小学館）、
『布のちから』
（朝日新聞出版）

芦原

江戸時代にもこのようなコミュニティが存在したのか。

田中

江戸時代農村から都市に出てきた人の中で、知らない人同士

山崎 亮（やまざき りょう）

studio-L 代表。公共空間のデザインに携わるとともに、完成した公
共空間を使いこなすためのプログラムデザインやプロジェクトマネ
ジメントに携わる。その際、常にプロジェクトを通じて積極的にま
ちへと関わる主体を生み出すことを目指している。著書『コミュニ
ティデザイン』( 学芸出版社 )、共著『まちの幸福論』
（NHK 出版）な
どがある。

が集まり、絵や俳諧、狂歌などを楽しむ 10 ～ 25 人くらいのグループ
「連」ができた。
「連」の中の人を増やそうとするのではなく、
「連」その
ものの数が増えていった。それが、継続して今の落語などの文化につ
ながっていった。山崎さんの今の仕事に共通するところが多々ある。
芦原

山崎さんのような人が江戸時代に存在したのか。

田中

山崎さんは、松尾芭蕉のようである。俳諧は集団文芸であり、

芭蕉が来ると、座ができる。旅から旅をつづけ、それぞれの場所でコ
ミュニティが形成される。
芦原

経済的にも成立するようなコミュニティづくりをしているか。

山崎

お金が回り商売ができるというところに、コミュニティが入る

ということが、商売を続けていくための必須の条件になりつつある。

日 本 版 CABE（Commission for Architecture and the Built Environment）

コミュニティデザインを経済に組み込みやすい時代になってきた。

を考えている。これはイギリスのまちづくりに倣ったものである。い

たとえば、連の中にいつのまにか出版者が入り、芸術家を見つ

ま日本では、各地域でやっと市民が入ってきて行政・市民・専門家が

けビジネスの中に入れてしまう。歌麿などもこれで有名になる。出版

一体となるという動きが盛り上がりつつあるが、なかなかノウハウが

者はいろんな別名を使ってさまざまな連の中に掛け持ちして入り、仕

ない。政府が支援して、一方 JIAは人材バンクやコミュニティアーキ

事につながる人がいるかどうか探すが、それをあからさまにしてはい

テクトのような地域に入っていく建築家を養成してさらに支援を続け

田中

けない。でも、経済行為があったからこそ現在の世の中にも伝わって

る。JIAの活動と公的な制度が絡み合っていくと、うまく支援ができ

いるし、ものとして残る。仕事や経済行為につなげることは大切なこ

ていく仕組みである。

とである。

❖巨匠からまちづくりの調停者へ

近代の建築家（巨匠）は社会を啓蒙して自分の作品をつくってきた

芦原太郎 JIA 会長 プレゼンテーション
続いて、芦原会長から JIAの目指すところについて、プレゼンテー

が、その時代は終わり、現在の建築家はまちづくりの調停者でなけれ
ばならない。人びとの輪の中に入って、いったいどういうまちをつく
ればいいのか、復興はどのようにすればいいのか対話し、人びとの思
いをまとめあげていく。空間や建築を提示することによって、人びと

ションが行われた。
「足るを知
3.11 を経て、いまこそパラダイムシフトの時代であり、
る」世の中に戻らないといけない。今、JIAには約 4,500 人の建築家が

の思いが実現する。空間や建築にはそんなパワーがある。みんなと一
緒にある方向に向かい、また、それは完成する時があるわけではなく、

いて、それぞれが現在社会の中で、自然環境、人間がつくる環境、人

ずっと継続していく。JIAとしてそのような方向に進んでいきたい。

びとのライフスタイルを建築家として考えて、役に立っていかなけれ

▶ディスカッション（プレゼンテーションを受けて）

ばならない。また、それなりの技術とデザインプロセスをもって、事

芦原会長は、自身のプレゼンテーションに対して、また建築家に対

に当たらなければならない。

して、田中さんと山崎さんに示唆を求めた。

❖ふたつの宣言

田中 「巨匠から調停者」
、これはすごい転換である。前近代までの建

 UIA 東京宣言

築は地域ごとに特色があったが、今は画一的になってしまった。日本

災害を乗り越えて、連携・連帯をして持続可能な世界に。人間の幸
せを第一義に考え、環境・社会・文化の 3 つのサステナビリティを併

の風土に合わせた建築をもう一度見直してほしい。人間に合わせてつ
くっていく覚悟は素晴らしい。

せ持たせる価値観への転換を促す。

山崎

建築・まちづくり宣言

培うための教育を受けていたのではないか。数あるテクニックをひ

（日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会、
建築関連団体（5 会）

建築学を学んだ人たちは、もともとは調停者としての能力を

とつに美しく統合化していく。それが、ギリシャ語を語源とした

日本建築家協会、日本建設業連合会、日本建築学会）により、建築家が地

Architecture, Architectである。今までは建物をつくることに対して

域の立場に立ち連携連帯して持続可能な未来社会をつくっていくこと

の Architectだったが、これからは地域のさまざまな人たちや行政な

を宣言した。
「まちづくり」ということばが入っていることは非常に画

どの言うことをひとつに統合化させて、みんなが納得するようにまと

期的であり、今までの都市や建築を計画するというハード主体のトッ

「建築・まちづくり宣言」
めていくのが Architectなのかもしれない。

プダウン的なアプローチに対して、地域のソフトや人びとのつながり

となったのは非常に嬉しい。建築をつくるところで発揮していた力を、

を考えてまちづくりを行っていくという、地域からのボトムアップ的

今の時代には別のところに発揮してほしいと思う。

なスタンス。こういう気運がやっと盛り上がってきた。

芦原 「共に超える」という今回の大会のテーマについてどう思うか。

❖社団法人から公益社団法人になる JIA

田中 「共に超える」ことに自然というファクターを入れることが大

域に根ざした JIA 活動」である。

にして共に超える、自然のままの方が共に超えられるのではないか。

JIAは 2013 年 4 月 1 日から公益社団法人になる。このポイントは「地

復興支援も腰を据えて、100 年先のビジョンを持って会員約 4,500 名

切。自然を征服しながら共に超えるのはもう無理であり、自然を味方
山崎

もはや巨匠の時代ではない、建築家は調停者だということには、

の人材を連携して専門家としての復興活動を行う。ただ、今は手弁当

とても驚いたし嬉しかった。共に超えていけばいいと思うし、これか

で復興活動をしていて、これを制度的に動かすことも含め、JIAでは

らもいろいろな情報を密に交換していきたい。
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書籍紹介
都市景観を守るために私たち JIAができること

『 横浜近代建築

関内・関外の歴史的建造物』
神奈川地域会まちづくり保存研究会

150 年前の横浜は、東海道から脇道にそれた何もない小さな入江でした。黒船
の来航により港が作られ海外交易の拠点としてその発展を始めました。港を中心
とした関内エリアには、貿易商のオフィスや銀行、生糸検査場などが立ち並び、
外国人の居留地も作られました。今も当時の面影を残し港町の情景を醸し出す建
築が現存しています。

1984 年に行われた神奈川県の調査によると、100 棟近い近代建築や洋館がこの
関内エリアに確認されていましたが、3 年前の JIA 神奈川の調査ではその数が 40
棟あまりと激減していることがわかり、記録に残すこととしました。その記録を、
毎年開催されている JIA 神奈川の建築祭で「近代建築展」としてパネル展示を行
い、横浜の近代建築の現状を訴えてきました。都市景観を形成するのは歴史的建
造物だけではありません。しかし、それはとても重要な要素であることはゆるぎ
ません。JIA 神奈川はこのパネル展の活動を書籍としてまとめることで、市民と
一緒に都市景観を考える機会が得られればと期待を込めています。
本の構成は、
「関内地区に現存する歴史的建造物」として、改修や復元保存を含
めた近代建築に J・H・モーガンやアントニン・レーモンド、ヴォーリズの学校建
築を加え 52 棟を収録。JIA 神奈川会員が写真を撮影し、作品解説と設計者紹介の
執筆もしています。
また「関内地区の取り壊された建物」として、この 26 年間に失われてしまった
貴重な建物の記録を調査し、写真入りで掲載しました。
そして巻末に「横浜都市のなりたち」として、関東大震災、横浜大空襲で壊滅
した横浜を取り上げ、その苦難を乗り越えることで現在の横浜が形成されてきた
歴史を図入りで解説し、横浜の都市形成史を概観しています。
記録、調査は JIA 神奈川の会員の有志で行い、まち歩きなどの企画を併用しな
がら作品解説を構成。編集作業、印刷は JIA 神奈川賛助会の力をお借りし、まと
めあげました。

『横浜近代建築
関内・関外の歴史的建造物』
JIA 関東甲信越支部神奈川地域会
まちづくり保存研究会刊
2012 年 11 月 29 日発行
定価

2,000 円（送料別途）

並製本、B5 判
オールカラー、76ページ
購入ご希望の方は、
以下にお問い合わせ下さい。
神奈川地域会
TEL：045-663-2745
FAX：045-663-2746
MAIL：jiakana@beige.ocn.ne.jp

関内地区に現存する歴史的建造物

関内地区の取り壊された建物

横浜都市のなりたち
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JIA NEWS
理事会報告
■ 2012 年 12 月 19 日

第 207 回理事会速報

性判断に関する第三者機関業務」に関する業務委託料残金 2,000
万円の支払いについて、第二東京弁護士会仲裁センターから平

●日

時：2012 年 12 月 19 日㈬ 13 時 30 分～ 13 時 51 分

成 23 年 7 月 26 日付で「JIAの業務の履行として債務の本旨に従っ

●場

所：建築家会館 1 階大ホール（WEB 方式）

たものである」と裁定を得てからも、当協会と独立行政法人都市
再生機構の双方の弁護士を介して調整をつづけていたことにつき、
覚書を締結して双方の合意を得たい旨の報告及び説明が行われ、

【審議事項】

1.

覚書（案）につき、全会一致で承認された。

入退会者承認
入会 13 名、退会 2 名、逝去者 1 名につき全会一致で承認された。

2． 後援名義承認
6 件の JIA 後援名義使用が、全会一致で承認された。
3． ベルコリーヌ問題に関して独立行政法人都市再生機構と覚書を締
結する件
「ベルコリーヌ南大沢 5–6 団地 1 ～ 5 号棟調査・補修及び構造安全

【報告事項】

1.

2013 年度本部役員選挙についての報告
12 月 12 日に第 1 回選挙管理委員会を開催、12 月 15 日に第 1 回告
示が行われ、立候補届け出締め切りが 2 月 4 日であることを含め、
選挙スケジュールにつき報告が行われた。

本部便り
●タイ王立建築家協会との覚書
JIA は タ イ 王 立 建 築 家 協 会
（ASA）と 11 月 29 日、国際的な

● UIA2011 東京大会が表彰される
2011 年 9 月 に 開 催 さ れ た
UIA2011 東京大会がこのたび、
日 本 政 府 観 光 局（JNTO）に よ

活躍を目指す若手建築家を支
援することを目的として覚書

る「国 際 会 議 誘 致・ 開 催 貢 献

を交わしました。

賞」国際会議開催の部受賞会議

今回の締結は国際マーケッ

として選出され、12 月 11 日に

トを切り開くための活動の一

表彰式が行われました。

環で、芦原会長の提唱する「ク
ロスボーダー・アーキテクト」

握手を交わすASAオバーイワト会長と
芦原会長

同賞は会議運営、地域貢献
等において今後の模範となる

の育成と海外進出を目指します。

実績を挙げた国際会議に授与

JIAと ASAはそれぞれの若手建築家を相互支援するプログラムを
2013 年度から開始する予定です。

されるもので、今回受賞の理

UIA2011 東京大会日本組織委員会の
会長を務めた小倉善明氏（右）に JNTO
松山理事長から記念の楯が手渡され
た。

由は UIA 大会の開催が日本では初めてであること、震災復興をテー
マとした議論が行われたこと、日本建築界の技術力の高さや震災を通

●「建築家のあかりコンペ 2012」受賞作品決定
12 月 1 日、建築家大会 2012 横浜において「建築家のあかりコンペ
2012」公開審査会が行われ、各賞が決定しました。
フクラム＋ハサマル

最優秀賞

あかりを運ぶまち

特別審査員賞 Floating puddles 寺岡豊博（CODE INC.）
あかり傘

信したことなどが評価されました。

会「災害に係る住家の被害認定について」が開催されました。

松村永宣＋鈴木美南子（藤本壮介建築設計事務所＋元所員）
DAIKO 賞

き合わなければならない」という、新しいかたちの考え方を世界に発

●研修会「災害に係る住家の被害認定について」開催
12 月 14 日、建築家会館大ホールにて、災害対策委員会主催の研修

松村哲志（AMBIENCE ARCHITECTS）
優秀賞

して得た「建築物を取り巻く社会全体までをも視野に入れて建築と向

荻原雅史（荻原雅史建築設計事務所）

この研修会は 2010 年 9 月に続く第 2 回。JIAの災害時支援活動を支
える技術研鑽のためのもので、内閣府から講師を迎え、住家の被害認
定の手法について例題なども交えた具体的な解説が行われました。
研修会の受講者の中で希望者は、災害対策委員会の編纂する「JIA

佳作賞

まちの照明

佳作賞

水たまりのあかり

清水隆之（清水隆之建築設計事務所）

防災技術者派遣名簿」に登録され、災害発生時の被害認定作業等で活

佳作賞

まどあかり

剛（倉本剛建築設計事務所）

躍が期待されます。

■新規入会承認者
北海道支部
東北支部
東北支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
近畿支部
近畿支部
近畿支部
近畿支部
中国支部
四国支部
沖縄支部
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●

林

泰介（林泰介建築研究所）

倉本

承認日：2012 年 12 月 19 日
北海道
宮城県
宮城県
群馬県
東京都
東京都
京都府
京都府
大阪府
和歌山県
鳥取県
愛媛県
沖縄県
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早川 昇
大宮利一郎
阿部元希
上村千秋
新谷眞人
北村昌三
田中良和
杉本孝次
西村京宗
谷岡 拓
戸井 茂
石村光由
城間 俊

JANUARY 2013

㈱北海道日建設計
㈱楠山設計
㈱楠山設計
一級建築士事務所 上村千秋建築設計室
㈱オーク構造設計
㈱スーパービジョン
㈱都市居住文化研究所
一級建築士事務所 ネストデザイン
KAM 建築デザイン
㈱堀田設計
㈱白兎設計事務所
㈱石村設計事務所
㈱具志堅建築設計事務所

2012 年度優秀建築選

公開審査会を開催します

2005 年の賞創設から毎年恒例の行事である、優秀建築選の公開審査が本年
も開催されます。日本建築家協会においてその年を代表する作品である日本建
築大賞 1 点と、日本建築家協会賞数点が、公開審査という独特の緊張感の中で
決定します。

新居千秋（新居千秋都市建築設計）
坂本一成（アトリエ・アンド・アイ

時間は決定次第 HPにてお知らせします。

坂本一成研究室）

■竹の会所

場：建築家会館 1 階大ホール（渋谷区神宮前 2-3-16）

会

■由利本荘市文化交流館カダーレ
■宇土市立網津小学校

時：2013 年 2 月 2 日㈯

日

候補作品

陶器浩一（滋賀県立大学）
■金沢海みらい図書館

入 場 料：無料

堀場

審査委員：大森 晃彦（建築メディア研究所）
斎藤 公男 ( 日本大学理工学部 )

弘・工藤和美（シーラカンス K ＆ H）

■真壁伝承館
渡辺真理（設計組織 ADH ／法政大学）

三宅 理一（藤女子大学）

木下庸子（設計組織 ADH ／工学院大学）
公開審査終了後に、新人賞、25 年賞、環境建築賞の受賞作品発表会も開催し
ます。

青島裕之（青島裕之建築設計室）

JIA 会員の皆さま、ぜひおいでください。

編集後記
『JIA MAGAZINE』
編集長

古市徹雄

新谷眞人（オーク構造設計／早稲田大学）
■八峰町役場庁舎

今月号は芦原会長の年頭所感、昨年行われた JIA 横浜大会の内容などが紹介
されています。
シリーズ特集「建築・都市のパラダイムシフト」は原広司さんへのインタ
ビューです。東大生産研原研究室では 1970 年代に世界各地で集落の調査を行
いました。1970 年代にはデザインサーヴェイが広く行われましたが、原さん達
の視点は、長い時間をかけて集落が作られた背景、自然、地形、人間の創造行
為などに向けられていました。話を進めながら現代の都市や建築と比較してい
くと今なお、集落から学ぶべきことは多いと思われます。建築界は、とかく暗
いニュースばかり目立ち、東北の復興などでも建築家への期待は無く、未来
へのヴィジョンが無いまま単なる現状復興が進もうとしています。原さんの
「20 世紀の近代建築は批判しなくてはならないと思っていたが 21 世紀は本気で
違っているのではないかと思える時代、今はそういうものすごいチャンスがあ
る」という指摘は新鮮で勇気づけられるものでした。
海外レポートは、急速な発展を続けるインドの建築事情で興味深い内容に
なっています。

■ JIA 支部一覧
■北海道支部
〒 060-0061
北海道札幌市中央区南1条西8丁目14-3 札幌第2スカイビル 5F
TEL 011-261-7708 FAX 011-251-4866
URL http://www.jia-hok.org/

■近畿支部
〒 541-0051
大阪府大阪市中央区備後町 2-5-8 綿業会館 4F
TEL 06-6229-3371 FAX 06-6229-3374
URL http://www.jia.or.jp/kinki/

■東北支部
〒 980-0802
宮城県仙台市青葉区二日町 17-21 北四ビル 3F
TEL 022-225-1120 FAX 022-213-2077
URL http://www.jia-tohoku.org/

■中国支部
〒 730-0013
広島県広島市中区八丁堀 5-23 オガワビル
TEL 082-222-8810 FAX 082-222-8755
URL http://www.jia-chugk.org/

■関東甲信越支部
〒 150-0001
東京都渋谷区神宮前 2-3-18 JIA 館 4F
TEL 03-3408-8291 FAX 03-3408-8294
URL http://www.jia-kanto.org/members/

■四国支部
〒 780-0084
高知県高知市南御座 16-23
TEL 088-885-6688 FAX 088-885-6688
URL http://www.jia-shikoku.org/

■東海支部
〒 460-0008
愛知県名古屋市中区栄 4-3-26 昭和ビル
TEL 052-263-4636 FAX 052-251-8495
URL http://www.jia-tokai.org/

■九州支部
〒 810-0022
福岡県福岡市中央区薬院 1-4-8 あずまビル 2F
TEL 092-761-5267 FAX 092-752-2378
URL http://www.jia-9.org/info/

■北陸支部
〒 920-0805
石川県金沢市小金町 3-31
TEL 076-229-7207 FAX 076-229-7208
URL http://jia-hokuriku.org/

■沖縄支部
〒 900-0014
沖縄県那覇市松尾 1-12-8 松尾ハウス 6F
TEL 098-941-1064 FAX 098-941-1079
URL http://www.jia-okinawa.org/

JIA MAGAZINE 2013 年 1 月号
通巻 288 号
2013 年 1 月 15 日発行（毎月 1 回発行）
販売価格 500 円（本体 477 円 , 消費税 23 円）
会員の購読料は会費に含まれます。
発行人 / 筒井信也
編集長 / 古市徹雄
編集・制作 / 南風舎
発行所 社団法人 日本建築家協会（JIA）
〒 150-0001
東京都渋谷区神宮前 2-3-18 JIA 館
TEL 03-3408-7125
FAX 03-3408-7129

© 社団法人 日本建築家協会
6 月 15 日は建築家の日

http://www.jia.or.jp

J

I

A

The Japan Institute of Architects
JIA-kan,2-3-18 Jingumae,Shibuya-ku,
Tokyo 150-0001 Japan

JIA MAGAZINE 288

JANUARY 2013 ●

021

2013

1

建築家 architects

JIA

整合のとれた 3 次元モデルの環境で、
より高品質な設計および
設計図書の作成を実現

MAGAZINE

AutoCAD ® Revit LT™ Suite は、直感的な 3 次元 ビルディングインフォメーション モデリング（ BIM ）が行え
る Autodesk® Revit LT™ と 、2 次元作図ツールとして普及している AutoCAD ® LT がセットになった建築向
け BIM ソリューションです。Autodesk Revit や AutoCAD プラットフォーム ベースのソフトウェアを使用す

る関係者とも設計データを共有できます。
さらに、Autodesk Subscription をご契約のお客様は、統合されたクラウドベースのサービス Autodesk360
にアクセスして、フォトリアリスティックなレンダリングを作成することも可能です。

AutoCAD Revit LT Suite 2013 コマーシャル新規
希望小売価格
AutoCAD Revit LT ™ Suite 2013
®

Autodesk Revit LT™ 2013
®

AutoCAD LT 2013
®

Autodesk BIM.

関係者間の壁を壊して、ビジネスを推進

http://www.autodesk.co.jp/revitltsuite

¥ 249,900
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